
浜 松 市 教 育 委 員 会 会 議 次 第

平成３１年２月１８日（月）

１ ０ 時 ０ ０ 分

教 育 委 員 会 室

１ 開 会

２ 前回会議録の報告及び承認

３ 会議録署名人の決定（安田委員、田中委員）

４ 会期の決定

５ 議 事

（１）議 案

【議決案件】

第４号議案 浜松市指定文化財の指定について            （文化財課）

【意見聴取案件】

第５号議案 ※非公開

第６号議案 ※非公開

（２）報 告

ア 平成３１年度発達支援学級新設校について           （教育総務課）

イ 「平成３０年度全国体力･運動能力、運動習慣等調査」浜松市の結果（概要）に

ついて                              （指導課）

ウ 平成３０年度浜松地域遺産の認定について            （文化財課）

エ ※非公開                            

オ ※非公開                           

６ 閉 会



はくし



第 ４ 号 議 案  

平成３１年２月１８日提出  

浜松市指定文化財の指定について

次のものを浜松市指定文化財に指定する。

教育長  花  井  和  徳  

１ 名   称   亀塚古墳

２ 種   別   史跡

３ 所 在 地   浜松市西区呉松町字猿平 75 

４ 員   数   １基

５ 所 有 者   酒井 基寿
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（第４号議案の説明資料）

文化財課

浜松市指定文化財の指定について

（提案理由） 

  浜松市指定文化財に指定する学術的価値を有するため 

（指定内容）

１ 名 称 亀塚古墳 

２ 種 別 史跡 

３ 所在地 浜松市西区呉松町字猿平 75 

４ 員 数 １基 

５ 所有者 酒井 基寿 

６ 年 代 古墳時代後期前葉（６世紀前葉） 

７ 概 要 

  亀塚古墳は、浜松市西区呉松町に所在する前方後円墳である。墳裾や斜面部に部分

的な削平が認められるが、墳丘の上面は築造当時の形態を概ね反映した良好な状態で

残存している。 

古墳の規模は、現地表面における計測値で全長 23.5ｍ、後円部径 10.5ｍ、比高差

2.1ｍであることが明らかになった。また、測量調査の結果をもとに亀塚古墳の復元を

行うと、全長約 24ｍ、後円部径 14ｍの規模に復元できる。墳丘の表面には須恵器や数

多くの埴輪が散布している。本来は、埴輪をめぐらせ、須恵器を用いた祭祀が行われ

たものと考えられる。須恵器や埴輪は 6 世紀前葉の特徴をもつもので、古墳の築造時

期を示している。 

  前方後円墳は、古墳時代の首長層にのみ許された古墳の一形式で、全国で 4000 基ほ

どが確認されている。前方後円墳の築造状況を整理することによって、古墳時代の政

治的動向をうかがうことができ、地域の歴史を語る上で欠かせない重要遺跡といえる。 

８ 学術的な価値について 

  浜松市内では数少ない前方後円墳であり、墳丘形態や埴輪、須恵器などの特徴から、

築造時期（６世紀前葉）が確定できる。古墳時代における遠江の有力者層の消長を探

るうえでも、学術的な価値は高い。 

９ 写真および図 

  次頁のとおり 

（その他） 

  所有者の同意を得ている。
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平成３１年度 発達支援学級新設校について 

指導課 教育総合支援担当 

教育総務課 就学支援担当 

１ 新設予定校  １３校  小学校７校（知的 2・自情 4・肢体 1） 

中学校６校（知的 4・自情 2） 

学 校 名 学 級 種 学級数 備  考 

浅間小学校 知的障害 １ 新 設 

泉 小学校 知的障害 １ 新 設 

篠原中学校 知的障害 １ 新 設 

江南中学校 知的障害 ２ 新 設 

富塚中学校 知的障害 １ 新 設 

引佐北部中学校 知的障害 １ 新 設 

笠井小学校 自閉症・情緒障害 １ 新 設 

有玉小学校 自閉症・情緒障害 １ 新 設 

麁玉小学校 自閉症・情緒障害 １ 新 設 

上阿多古小学校 自閉症・情緒障害 １ 新 設 

笠井中学校 自閉症・情緒障害 １ 新 設 

都田中学校 自閉症・情緒障害 １ 新 設 

雄踏小学校 肢体不自由 １ 新 設 

２ 設置校数・設置率（分校除く） 

(1) 小学校 ９６校中  ６６校 （新規 3校） 設置率 68.8％（H30:65.6％） 

(2) 中学校 ４８校中  ４０校 （新規 3校） 設置率 83.3％（H30:77.1％） 

(3) 全体 １４４校中 １０６校 （新規 6校） 設置率 73.6％（H30:69.4％） 

３ 通学区域   

（別紙）「浜松市立小・中学校発達支援学級通学区域」 

報告ア



はくし



平成31年4月1日改定

中学校名 通学区域 小学校名
通学区域

（小学校区を単位）

相生小 相生小

飯田小 飯田小

県居小 鴨江小　西小　県居小

浅間小（新設） 浅間小

南部中
江西中（双葉小学校区）

南部中
双葉小 白脇小　竜禅寺小　双葉小

南陽中 東陽中　南陽中 芳川小 河輪小　芳川北小　芳川小

江南中（新設） 江南中 南の星小 砂丘小（江南中学校区）  南の星小

追分小 中部小　広沢小　 追分小

萩丘小 萩丘小

富塚中（新設） 富塚中 富塚西小 富塚小　富塚西小

佐鳴台中 佐鳴台中 佐鳴台小 佐鳴台小

中ノ町小 和田小　和田東小　中ノ町小

東小　船越小（中学校は八幡中）

佐藤小（中学校は丸塚中）

蒲小 蒲小

曳馬小 曳馬小

上島小 上島小

与進小 与進北小　与進小

笠井小 豊西小　笠井小

中郡小 大瀬小　中郡小

積志小 有玉小　積志小

三方原小 三方原小

豊岡小 豊岡小

都田中 都田中 都田南小 都田小　都田南小

葵が丘小 葵が丘小

瑞穂小 花川小　瑞穂小

初生小 葵西小　初生小

入野中 入野中 入野小 西都台小　大平台小　入野小

伊佐見小 神久呂小　伊佐見小

和地小 和地小

庄内中 庄内中 庄内小 村櫛小　庄内小

篠原中（新設） 篠原中 篠原小 篠原小

可美中 可美中 可美小 可美小

新津中 新津中 新津小 砂丘小（新津中学校区）　新津小

舞阪中 舞阪中 舞阪小 舞阪小

雄踏中 雄踏中 雄踏小 雄踏小

城北小　泉小　（※中学校は住所地で北部中、高台中に分かれる）

八幡中　天竜中

佐藤小

泉小（新設）

西部中

曳馬中 曳馬中

東部中 東部中

八幡中

中部中　蜆塚中
北部中

北部中

高台中 高台中

浜松市立小・中学校発達支援学級通学区域

丸塚中 丸塚中

笠井中 与進中　笠井中

積志中 中郡中　積志中

《知的障害学級》

西部中
江西中（浅間小学校区）

三方原中 三方原中

北星中 開成中　北星中

湖東中 湖東中　神久呂中
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浜松市立小・中学校発達支援学級通学区域

中学校名 通学区域 小学校名
通学区域

（小学校区を単位）

浜名小 浜名小

内野小 内野小

北浜中 北浜中 北浜小 北浜南小　伎倍小　北浜小

中瀬小 中瀬小

赤佐小 赤佐小

麁玉小 麁玉小

新原小 新原小

北浜東小 北浜東小

北浜北小 北浜北小

清竜中 清竜中 二俣小 下阿多古小　上阿多古小　熊小　二俣小

光明小 光明小

横山小 横山小

犬居小 犬居小

気田小 気田小

佐久間中 佐久間小　浦川小

水窪中 水窪小

気賀小 西気賀小　伊目小　気賀小

中川小 中川小

金指小 金指小

奥山小 奥山小

井伊谷小（中学校は引佐南部中）

引佐北部中
（新設）

引佐北部中 引佐北部小（中学校は引佐北部中）

三ヶ日中 三ヶ日中 三ヶ日西小 平山小　尾奈小　三ヶ日東小　三ヶ日西小

浜名中 浜名中

井伊谷小

麁玉中

北浜東部中

光が丘中

北浜東部中

光が丘中

春野中 春野中

浜北北部中 浜北北部中

麁玉中

細江中 細江中

引佐南部中 引佐南部中
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浜松市立小・中学校発達支援学級通学区域

《自閉症・情緒学級》

中学校名 通学区域 小学校名
通学区域

（小学校区を単位）

西部中 江西中　西部中 県居小 浅間小　鴨江小　西小　双葉小（江西中学校区）　県居小

南部中 南部中 竜禅寺小 白脇小　双葉小（南部中学校区）　竜禅寺小

中部中

蜆塚中　北部中
高台中（萩丘小学校区を除

く）

中部中

中部小 中部小　広沢小　追分小　城北小　泉小

佐藤小 東小　　船越小　蒲小　佐藤小

曳馬小 上島小　曳馬小

和田東小 和田小　中ノ町小　和田東小

与進中 与進中 与進北小 与進小　与進北小

笠井中（新設） 笠井中 笠井小（新設） 豊西小　笠井小

南の星小 河輪小　砂丘小（江南中学校区）　南の星小

芳川北小 飯田小　相生小　芳川小　芳川北小

萩丘小 萩丘小

葵が丘小 花川小　瑞穂小　葵が丘小

初生小 葵西小　初生小

和地小 神久呂小　伊佐見小　和地小

庄内小 村櫛小　庄内小

中郡小 大瀬小　中郡小

有玉小（新設） 積志小　有玉小

三方原中 三方原中 三方原小 豊岡小　三方原小

都田中（新設） 都田中 都田南小 都田小　都田南小

佐鳴台中 入野中　佐鳴台中 佐鳴台小 入野小　西都台小　大平台小　佐鳴台小

富塚中 富塚中 富塚小 富塚西小　富塚小

可美中
新津中　篠原中
可美中

新津小 可美小　篠原小　砂丘小（新津中学校区）　新津小

舞阪小 舞阪小

雄踏小 雄踏小

浜名小 浜名小

内野小 内野小

北浜小 北浜南小　北浜小

北浜北小 北浜東小　北浜北小

伎倍小 伎倍小

中瀬小 中瀬小

赤佐小 赤佐小

麁玉小（新設） 新原小　麁玉小

二俣小 二俣小

上阿多古小（新設） 熊小　下阿多古小　上阿多古小

光が丘中 光が丘中 光明小 横山小　光明小

春野中 気田小 気田小　犬居小

佐久間中 佐久間小 佐久間小　浦川小

水窪中 水窪小

浜北北部中
浜北北部中
麁玉中

南陽中

北浜中
北浜東部中

中郡中

北星中
開成中　北星中
高台中（萩丘小学校区）

湖東中
神久呂中　庄内中
湖東中

雄踏中 舞阪中　雄踏中

浜名中 浜名中

北浜中

清竜中

八幡中
曳馬中　天竜中
丸塚中　八幡中

清竜中

江南中　東部中
東陽中　南陽中

積志中　中郡中
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浜松市立小・中学校発達支援学級通学区域

中学校名 通学区域 小学校名
通学区域

（小学校区を単位）

気賀小 西気賀小　伊目小　気賀小

中川小 中川小

引佐南部中
引佐北部中
引佐南部中

井伊谷小 金指小　奥山小　引佐北部小　井伊谷小

三ヶ日中 三ヶ日中 三ヶ日西小 平山小　尾奈小　三ヶ日東小　三ヶ日西小

中学校名 通学区域 小学校名 通学区域

中部小 中区　東区　西区　南区　北区

中瀬小 浜北区　天竜区

《肢体不自由》

中学校名 通学区域 小学校名 通学区域

中区　東区　北区 追分小 中区　東区　北区

可美中 西区　南区 雄踏小（新設） 西区　南区

浜北北部中 浜北区　天竜区 赤佐小 浜北区　天竜区

《弱視学級》

中学校名 通学区域 小学校名 通学区域（小学校区を単位とする）

《病弱学級》

中学校名 通学区域 小学校名 通学区域（小学校区を単位とする）

積志中 市内全域 有玉小 市内全域（ただし、学級は浜松医大病院内）

中部中 市内全域

細江中 細江中

《難聴学級》
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「平成 30 年度 全国体力・運動能力、運動習慣等調査」浜松市の結果（概要） 

指導課 

１ 参加人数・参加校数 

小学校５年生 人数 7,195 人（内訳：男子 3,659 人、女子 3,536 人）、学校数 97 校 

中学校２年生 人数 6,184 人（内訳：男子 3,236 人、女子 2,596 人）、学校数 48 校 

２ 調査結果について 

（１）実技調査  （全国平均を上回る種目◎、下回る種目▲）

浜松市の調査対象（小学５年男女、中学２年男女）の子供の体力は、◎印に見られる良さや 

強みがあり、概ね良好な水準であると考えられる。一方で、▲印の種目は、体力の課題であり、

「握力」及び「ソフトボール投げ」については、ここ数年の調査でも全国平均を下回っている。 

（２）児童生徒質問紙調査（一部抜粋） （全国平均を上回る回答◎、下回る回答▲）

浜松市では、「体育の授業は楽しい」と答えた子供が全国平均を上回っている。小学校男子、

中学校男女では「健康のためには運動が大切」と答えた子供が全国平均を上回っている。一方で、

「運動が好き」「授業で教わったことが将来に役に立つと思う」については、中学校男子以外 

では、全国平均を下回っている。 

子供が体育科・保健体育科の授業を楽しいと感じることは、運動やスポーツ好きの子供を育 

成するための第一歩となる。しかし、楽しいだけで終わるのではなく、授業での学びは、自分 

の生活や将来に役に立つことを理解し、生涯にわたる豊かなスポーツライフを育んでいくため 

に必要な資質・能力であるということを、子供自身が実感することができるか否かがとても大 

切である。 

子供自身が現在及び将来の生活を活力に満ちた楽しく明るいものにすることができるように、

今後も子供の健康で安全な生活を営むための実践力及び健やかな心身を育む授業づくりを目指 

していく必要がある。また、教科だけではなく、体育的行事を含めた学校教育全体の体力向上 

に向けた取組みも推進し、望ましい運動習慣の育成を目指していきたい。   

＊参照「平成 30 年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査」報告書（平成３１年２月）スポーツ庁

小学校 

５年生 
種目 

体力合計点

（点） 

握 力 

（kg）

上体起こし 

（回） 

長座体前屈 

（ｃｍ) 

反復横とび 

（点）  

２０ｍシャト

ルラン（回） 

５０ｍ走

（秒） 

立ち幅跳び 

（cm） 

ソフトボール

投げ（m） 

男子 
全 国 54.21 16.54 19.95 33.31 42.10 52.15 9.37 152.24 22.15 

静岡県 53.81 16.13 19.45 32.29 42.35 53.61 9.39 152.88 21.06 

浜松市 ◎54.34 ▲16.26 ◎19.98 ◎33.60 ◎42.47 ◎53.12 ◎9.35 ◎152.74 ▲21.66 

女子 
全 国 55.90 16.15 18.96 37.62 40.32 41.88 9.60 145.94 13.77 

静岡県 56.12 15.86 18.56 36.64 40.70 44.48 9.60 147.48 14.03 

浜松市 ◎56.46 ▲16.01 ◎19.28 ◎37.74 ◎40.81 ◎43.80 9.60 ◎146.26 ◎13.92 

中学校 

２年生 
種目 

体力合計点 

（点） 

握 力 

（kg）

上体起こし 

（回） 

長座体前屈 

（ｃｍ) 

反復横とび 

（点）  

持久走 

（秒） 

５０ｍ走

（秒） 

立ち幅跳び 

（cm） 

ハンドボール

投げ（m） 

男子 
全 国 42.32 28.84 27.36 43.44 52.24 392.65 7.99 195.62 20.55 

静岡県 43.03 28.61 27.54 43.69 53.08 385.06 7.91 198.80 21.11 

浜松市 ◎43.16 ▲28.26 ◎28.14 44.95 ◎53.94 ◎383.42 ◎7.92 ◎198.78 ◎20.85 

女子 
全 国 50.61 23.87 23.87 46.22 47.37 286.85 8.78 170.26 12.98 

静岡県 52.11 23.79 24.22 46.69 47.84 280.16 8.67 174.69 13.79 

浜松市 ◎52.61 ◎23.88 ◎24.79 ◎48.60 ◎48.74 ◎280.00 ◎8.69 ◎175.07 ◎13.63 

     質   問 小学校男子 小学校女子 中学校男子 中学校女子 

全国 浜松 全国 浜松 全国 浜松 全国 浜松 

体育の授業は楽しい 94.6 ◎96.6 90.7 ◎92.4 89.3 ◎89.5 84.4 ◎86.1 

運動が好き 93.0 ◎93.3 86.4 ▲85.3 88.9 ▲88.4 78.9 ▲77.4 

健康のためには運動が大切 96.1 ◎96.4 96.2 ▲95.9 95.9 ◎96.3 96.1 ◎96.3 

授業で教わったことが将来に 
役立つと思う 

79.9 ▲79.1 74.4 ▲73.8 78.2 ◎80.9 70.4 ▲69.1 

報告イ
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平成 31年 2 月 18 日 

文化財課 

平成 30 年度浜松地域遺産の認定について 

 浜松地域遺産について、下記のとおり平成 30年度分の認定を行いますので報告いたします。 

記 

１ 地域遺産認定制度とは 

地域に慣れ親しまれ、継承されてきた貴重な文化資源を、「浜松地域遺産」として認定

し、郷土の宝として顕彰することで、後世へ継承されることを期待します。また、地域

遺産を活用した地域の活性化事業が展開されることで、個性ある地域の創造に寄与する

ことを目的とするものです。 

２ 推薦書受付件数  52 件 

３ 認定数          50 件 

※２の 52件との差は、複数の推薦をまとめて認定したことに 

よるものです。 

４ 所在区別認定数        

区名 H30 認定数 H29 認定数 H28 認定数 合計 

中 区 10 12 1 23

東 区 3 28 22 53

西 区 4 3 10 17

南 区 1 7 6 14

北 区 4 1 25 30

浜北区 12 18 3 33

天竜区 16 32 24 72

合 計 50 101 91 242

 ５ 分類別認定数 

分類 H30 認定数 H29 認定数 H28 認定数 合計 

建造物 1 21 13 35

美術工芸品 12 44 28 84

有形民俗文化財 13 17 12 42

無形民俗文化財 7 8 13 28

史跡 13 6 13 32

名勝 2 1 1 4

天然記念物 0 2 2 4

文化的景観 2 1 0 3

伝統的建造物群 0 0 1 1

近代化遺産 0 1 3 4

伝承地 0 0 5 5

合 計 50 101 91 242
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平成30年度認定 浜松地域遺産一覧

（町名順　中区＞天竜区）

№ 所在区 町・字名 名称 分類

1 中区 富塚町 舘山寺街道の道標 歴史資料

2 中区 富塚町 宇布見街道の道標 歴史資料

3 中区 富塚町 狐塚古墳 史跡

4 中区 利町 五社神社・諏訪神社の石垣 史跡

5 中区 利町 五社神社・諏訪神社の手水鉢 歴史資料

6 中区 利町 五社神社・諏訪神社の光海霊神碑 歴史資料

7 中区 鍛冶町 黒田稲荷境内 史跡

8 中区 栄町 金山神社境内 史跡

9 中区 中沢町 賀茂真淵夫妻の墓 史跡

10 中区 元城町 旧元城尋常小学校校長銅像台座 歴史資料

11 東区 薬師町 金原明善翁顕彰碑 歴史資料

12 東区 笠井町 笠井町春日神社の神輿渡御 無形民俗文化財

13 東区 笠井町 笠井町春日神社の神輿 有形民俗文化財

14 西区 雄踏町宇布見 息神社の金的中額 有形民俗文化財

15 西区 雄踏町宇布見 雄踏町西ヶ崎の館車 有形民俗文化財

16 西区 雄踏町宇布見 雄踏町田端の館車 有形民俗文化財

17 西区 雄踏町山崎 山崎の秋葉山常夜灯 有形民俗文化財

18 南区 堤町 堤町馬頭観音堂の手水鉢 歴史資料

19 北区 引佐町奥山 馬門の神楽 無形民俗文化財

20 北区 引佐町奥山 奥山の手筒花火 無形民俗文化財

21 北区 引佐町奥山 小斎藤「小組」の屋台行事とお囃子 無形民俗文化財

22 北区
引佐町東久留女木
　　　西久留女木

久留女木の棚田 文化的景観

23 浜北区 寺島 寺島の道祖神 有形民俗文化財

24 浜北区 寺島 寺島山王の秋葉山常夜灯 有形民俗文化財

25 浜北区 寺島 西隠寺椿薬師像 彫刻

26 浜北区 根堅 岩水寺伽藍 建造物

27 浜北区 根堅 地安坊（大権現）境内 史跡

28 浜北区 根堅 根堅祭りの神輿 有形民俗文化財

29 浜北区 根堅 岩水寺白山神社境内 史跡

30 浜北区 尾野 金刀比羅神社境内 史跡

31 浜北区 尾野 金刀比羅神社格天井絵 絵画

32 浜北区 尾野 金刀比羅神社巫女神楽 無形民俗文化財

33 浜北区 尾野 高根神社境内 史跡

34 浜北区 尾野 尾野の塹壕 史跡

35 天竜区 二俣町二俣 清瀧寺涅槃図 絵画

36 天竜区 山東 信康廟 史跡

37 天竜区 熊 熊市場の時計台台座 歴史資料

38 天竜区 熊 熊の鏡石 史跡

39 天竜区 熊 熊の黒滝 名勝

40 天竜区 神沢 神沢の庚申塔 有形民俗文化財

41 天竜区 神沢 荒沢不動の滝 名勝

42 天竜区 神沢 大日山守護神堂 有形民俗文化財

43 天竜区 神沢 大日山浄水井戸 史跡

44 天竜区 大栗安 大栗安の棚田 文化的景観

45 天竜区 春野町田黒 高札（五榜の掲示第五札） 歴史資料

46 天竜区 春野町田河内 田河内の秋葉山常夜灯鞘堂 有形民俗文化財

47 天竜区 春野町堀之内 龍勢社屋台幕 有形民俗文化財

48 天竜区 水窪町（各地域） 水窪の祇園祭り 無形民俗文化財

49 天竜区 水窪町奥領家 山王岩峰の仏像 有形民俗文化財

50 天竜区 水窪町奥領家 水窪の削り花 無形民俗文化財
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